
第２８回西宮市男子

バドミントン選手権大会

競技結果報告書

平成20年12月13日（土）　9:00 ～　　西宮市中央体育館

● 男子シングルス

東 太朗

ひがし たろう

(武庫ＢＣ)
優　勝

・

・

・ 佐藤 良太

さとう りょうた

(遊羽弾)
第２位

・

・

・

小森 大輔

こもり だいすけ

(アサヒビール)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＡ 1

舟橋 史幸 大西 雅巳

ふなはし おおにし まさみ

(カエル団) (カエル団)
優　勝

・

・

・ 荒木 直人 中尾 州陽

あらき なかお 

(カエル団) (カエル団)
第２位

・

・

・

地主 豊 北島 直

じぬし ゆたか きたじま なお

(ウイングス) (ウイングス)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＡ 2

川村 隼人 松中 成介

かわむら はやと まつなか 

(カエル団) (カエル団)
優　勝

・

・

・ 小木 健 東 太朗

おぎ ひがし たろう

(武庫ＢＣ) (武庫ＢＣ)
第２位

・

・

・

植西 達哉 竹内 晴規

うえにし たつや たけうち はるき

(アガペ) (アガペ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＡ１位決定戦

川村 隼人 松中 成介

かわむら はやと まつなか 

(カエル団) (カエル団)
優　勝

・

・

・ 舟橋 史幸 大西 雅巳

ふなはし おおにし まさみ

(カエル団) (カエル団)
第２位

・

・

・

● 男子ダブルスＡ３位決定戦

荒木 直人 中尾 州陽

あらき なかお 

(カエル団) (カエル団)
優　勝

・

・

・ 小木 健 東 太朗

おぎ ひがし たろう

(武庫ＢＣ) (武庫ＢＣ)
第２位

・

・

・

● 男子ダブルスＡ５位決定戦

植西 達哉 竹内 晴規

うえにし たつや たけうち はるき

(アガペ) (アガペ)
優　勝

・

・

・ 地主 豊 北島 直

じぬし ゆたか きたじま なお

(ウイングス) (ウイングス)
第２位

・

・

・

● 男子ダブルスＢ

戸田 裕士 山元 大輔

とだ やまもと 

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 大谷 洋介 原 惇也

おおたに ようすけ はら じゅんや

(アガペ) (アガペ)
第２位

・

・

・
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織田 祥太 杉本 公保

おだ しょうた すぎもと きみほ

(空の翼) (空の翼)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＢ 1

織田 祥太 杉本 公保

おだ しょうた すぎもと きみほ

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 木挽 一 寺岡 隆行

こびき はじめ てらおか 

(成徳スマイル) (成徳スマイル)
第２位

・

・

・

森本 翔 工藤 修平

もりもと くどう しゅうへい

(アガペ) (アガペ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＢ 2

戸田 裕士 山元 大輔

とだ やまもと 

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 山田 英幸 小森 大輔

やまだ こもり だいすけ

(アサヒビール) (アサヒビール)
第２位

・

・

・

福泉 惇 安楽 崇志

ふくいずみ じゅん あんらく たかし

(アガペ) (アガペ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＢ 3

大谷 洋介 原 惇也

おおたに ようすけ はら じゅんや

(アガペ) (アガペ)
優　勝

・

・

・ 関口 幸司 塩屋 光太郎

せきぐち こうじ しおや こうたろう

(アガペ) (アガペ)
第２位

・

・

・

荒木 裕和 森 陽祐

あらき もり ようすけ

(ＳＣ２１甲陽園) (ＳＣ２１甲陽園)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＢ 4

兄父 規裕 篠原 旭徳

あぢち のりひろ しのはら あきのり

(アガペ) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 福井 孝幸 小林 健太

ふくい たかゆき こばやし けんた

(アガペ) (アガペ)
第２位

・

・

・

服部 清彦 山路 栄三郞

はっとり やまじ 

(PANDORA) (ファミリー)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＣ

永井 和広 橋本 俊明

ながい かずひろ はしもと としあき

(アガペ) (アガペ)
優　勝

・

・

・ 増山 慎一郎 中谷 裕二

ますやま しんいちろう なかたに 

(アサヒビール) (アサヒビール)
第２位

・

・

・

石井 浩行 村田 章

いしい ひろたか むらた あきら

(空の翼) (空の翼)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＣ 1

永井 和広 橋本 俊明

ながい かずひろ はしもと としあき

(アガペ) (アガペ)
優　勝

・

・

・ 石川 悟之 結城 良介

いしかわ のりゆき ゆうき りょうすけ

(遊羽弾) (遊羽弾)
第２位

・

・

・

今野 聖也 松原 大雄

こんの せいや まつばら ひろお

(空の翼) (空の翼)
第３位

・

・

・

- 2 -



● 男子ダブルスＣ 2

中村 泰規 酒井 雄介

なかむら たいき さかい ゆうすけ

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 伊津野 誠 松本 照明

いつの まこと まつもと 

(武庫ＢＣ) (武庫ＢＣ)
第２位

・

・

・

伊藤 和輝 山下 幸紀

いとう かずき やました こうき

(空の翼) (空の翼)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＣ 3

増山 慎一郎 中谷 裕二

ますやま しんいちろう なかたに 

(アサヒビール) (アサヒビール)
優　勝

・

・

・ 石井 浩行 村田 章

いしい ひろたか むらた あきら

(空の翼) (空の翼)
第２位

・

・

・

竹園 絋樹 大西 俊輝

たけぞの ひろき おおにし としき

(アガペ) (アガペ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルスＣ 4

上野 隆一 中尾 陽一

うえの なかお よういち

(深津Ｓ・Ｃ) (深津Ｓ・Ｃ)
優　勝

・

・

・ 佐藤 良太 岸田 大和

さとう りょうた きしだ ひろかず

(遊羽弾) (遊羽弾)
第２位

・

・

・

小林 宏樹 掘田 祐麻

こばやし ひろき ほった ゆうま

(アガペ) (アガペ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルス初心者 １

神門 孝祐 永安 栄棟

かみかど ながやす ひでむね

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 佐藤 圭吾 中嶋 俊仁

さとう けいご なかじま 

(空の翼) (空の翼)
第２位

・

・

手島 大樹 吉本 和人

てしま だいき よしもと かずと

(アガペ) (アガペ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルス初心者 ２

岸田 昇 歴舎 直輝

きしだ のぼる れきしゃ なおき

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 小寺 至 中村 聖人

こでら いたる なかむら まさと

(ＨＯＴＯＸ) (ＨＯＴＯＸ)
第２位

・

・

・

加地 悠佑 龍本 和史

かじ ゆうすけ たつもと かずふみ

(ＨＯＴＯＸ) (ＨＯＴＯＸ)
第３位

・

・

・

● 男子ダブルス初心者１位決定戦

神門 孝祐 永安 栄棟

かみかど ながやす ひでむね

(空の翼) (空の翼)
優　勝

・

・

・ 岸田 昇 歴舎 直輝

きしだ のぼる れきしゃ なおき

(空の翼) (空の翼)
第２位

・

・

・

● 男子ダブルス初心者３位決定戦

小寺 至 中村 聖人

こでら いたる なかむら まさと

(ＨＯＴＯＸ) (ＨＯＴＯＸ)
優　勝

・

・

・ 佐藤 圭吾 中嶋 俊仁

さとう けいご なかじま 

(空の翼) (空の翼)
第２位

・

・

・
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第２８回西宮市男子
バドミントン選手権大会

競技結果報告書

平成20年12月13日（土）　9:00 ～　　西宮市中央体育館

● 男子シングルス

東 太朗 (武庫BC)1位 佐藤 良太 (遊羽弾)2位

小森 大輔 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)3位 山田 英幸 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)4位

松本 拓也 (武庫BC)5位 永井 和広 (ｱｶﾞﾍﾟ)5位

兄父 規裕 (ｱｶﾞﾍﾟ)5位 山路 栄三郞 (ﾌｧﾐﾘｰ)5位

増山 慎一郎 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)9位 小林 健太 (ｱｶﾞﾍﾟ)9位

植西 達哉 (ｱｶﾞﾍﾟ)9位 安楽 崇志 (ｱｶﾞﾍﾟ)9位

小林 宏樹 (ｱｶﾞﾍﾟ)9位 大谷 洋介 (ｱｶﾞﾍﾟ)9位

甲斐 勝己 (SC21甲陽園)9位 中尾 陽一 (深津S･C)9位

伊津野 誠 (武庫BC)17位 杉本 陽佑 (TEAM KAIMEI)17位

福井 孝幸 (ｱｶﾞﾍﾟ)17位 福泉 惇 (ｱｶﾞﾍﾟ)17位

橋本 俊明 (ｱｶﾞﾍﾟ)17位 原 惇也 (ｱｶﾞﾍﾟ)17位

岸田 大和 (遊羽弾)17位 石川 悟之 (遊羽弾)17位

結城 良介 (遊羽弾)17位 中嶋 和夫 (ｻﾙﾓﾝｷｰｽﾞ)17位

荒木 裕和 (SC21甲陽園)17位 角田 道夫 (SC21甲陽園)17位

森 陽祐 (SC21甲陽園)17位 小木 健 (武庫BC)17位

能勢 明徳 (SuperBird)17位 畠中 芳雄 (ﾌｧﾐﾘｰ)17位

西尾 暢啓 (HOTOX)33位 小柳 光 (HOTOX)33位

宮本 貴大 (HOTOX)33位 小寺 至 (HOTOX)33位

菅野 有貴 (HOTOX)33位 後藤 拓真 (HOTOX)33位

山本 貴也 (HOTOX)33位 中村 聖人 (HOTOX)33位

龍本 和史 (HOTOX)33位 井田 徳茂 (ｻﾙﾓﾝｷｰｽﾞ)33位

● 男子ダブルスＡ 1

舟橋 史幸 (ｶｴﾙ団)
大西 雅巳 (ｶｴﾙ団)

1位 荒木 直人 (ｶｴﾙ団)
中尾 州陽 (ｶｴﾙ団)

2位

地主 豊 (ｳｲﾝｸﾞｽ)
北島 直 (ｳｲﾝｸﾞｽ)

3位

● 男子ダブルスＡ 2

川村 隼人 (ｶｴﾙ団)
松中 成介 (ｶｴﾙ団)

1位 小木 健 (武庫BC)
東 太朗 (武庫BC)

2位

植西 達哉 (ｱｶﾞﾍﾟ)
竹内 晴規 (ｱｶﾞﾍﾟ)

3位

● 男子ダブルスＡ１位決定戦

川村 隼人 (ｶｴﾙ団)
松中 成介 (ｶｴﾙ団)

1位 舟橋 史幸 (ｶｴﾙ団)
大西 雅巳 (ｶｴﾙ団)

2位

● 男子ダブルスＡ３位決定戦

荒木 直人 (ｶｴﾙ団)
中尾 州陽 (ｶｴﾙ団)

1位 小木 健 (武庫BC)
東 太朗 (武庫BC)

2位

● 男子ダブルスＡ５位決定戦

植西 達哉 (ｱｶﾞﾍﾟ)
竹内 晴規 (ｱｶﾞﾍﾟ)

1位 地主 豊 (ｳｲﾝｸﾞｽ)
北島 直 (ｳｲﾝｸﾞｽ)

2位
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● 男子ダブルスＢ

戸田 裕士 (空の翼)
山元 大輔 (空の翼)

1位 大谷 洋介 (ｱｶﾞﾍﾟ)
原 惇也 (ｱｶﾞﾍﾟ)

2位

織田 祥太 (空の翼)
杉本 公保 (空の翼)

3位 兄父 規裕 (ｱｶﾞﾍﾟ)
篠原 旭徳 (空の翼)

4位

● 男子ダブルスＢ 1

織田 祥太 (空の翼)
杉本 公保 (空の翼)

1位 木挽 一 (成徳ｽﾏｲﾙ)
寺岡 隆行 (成徳ｽﾏｲﾙ)

2位

森本 翔 (ｱｶﾞﾍﾟ)
工藤 修平 (ｱｶﾞﾍﾟ)

3位

● 男子ダブルスＢ 2

戸田 裕士 (空の翼)
山元 大輔 (空の翼)

1位 山田 英幸 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)
小森 大輔 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)

2位

福泉 惇 (ｱｶﾞﾍﾟ)
安楽 崇志 (ｱｶﾞﾍﾟ)

3位 角田 道夫 (SC21甲陽園)
甲斐 勝己 (SC21甲陽園)

4位

● 男子ダブルスＢ 3

大谷 洋介 (ｱｶﾞﾍﾟ)
原 惇也 (ｱｶﾞﾍﾟ)

1位 関口 幸司 (ｱｶﾞﾍﾟ)
塩屋 光太郎 (ｱｶﾞﾍﾟ)

2位

荒木 裕和 (SC21甲陽園)
森 陽祐 (SC21甲陽園)

3位 河野 原吾 (ｻﾙﾓﾝｷｰｽﾞ)
大石 俊彰 (ｻﾙﾓﾝｷｰｽﾞ)

4位

● 男子ダブルスＢ 4

兄父 規裕 (ｱｶﾞﾍﾟ)
篠原 旭徳 (空の翼)

1位 福井 孝幸 (ｱｶﾞﾍﾟ)
小林 健太 (ｱｶﾞﾍﾟ)

2位

服部 清彦 (PANDORA)
山路 栄三郞 (ﾌｧﾐﾘｰ)

3位 杉本 陽佑 (TEAM KAIMEI)
安斎 善勝 (TEAM KAIMEI)

4位

● 男子ダブルスＣ

永井 和広 (ｱｶﾞﾍﾟ)
橋本 俊明 (ｱｶﾞﾍﾟ)

1位 増山 慎一郎 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)
中谷 裕二 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)

2位

石井 浩行 (空の翼)
村田 章 (空の翼)

3位 上野 隆一 (深津S･C)
中尾 陽一 (深津S･C)

4位

佐藤 良太 (遊羽弾)
岸田 大和 (遊羽弾)

5位 伊津野 誠 (武庫BC)
松本 照明 (武庫BC)

6位

中村 泰規 (空の翼)
酒井 雄介 (空の翼)

7位 石川 悟之 (遊羽弾)
結城 良介 (遊羽弾)

8位

● 男子ダブルスＣ 1

永井 和広 (ｱｶﾞﾍﾟ)
橋本 俊明 (ｱｶﾞﾍﾟ)

1位 石川 悟之 (遊羽弾)
結城 良介 (遊羽弾)

2位

今野 聖也 (空の翼)
松原 大雄 (空の翼)

3位 平尾 健一 (若杉)
若杉 徹 (若杉)

4位

吉塚 公則 (ｱｶﾞﾍﾟ)
岩崎 友哉 (ｱｶﾞﾍﾟ)

5位 久保庭 祐介 (SuperBird)
能勢 明徳 (SuperBird)

6位

● 男子ダブルスＣ 2

中村 泰規 (空の翼)
酒井 雄介 (空の翼)

1位 伊津野 誠 (武庫BC)
松本 照明 (武庫BC)

2位

伊藤 和輝 (空の翼)
山下 幸紀 (空の翼)

3位 井田 徳茂 (ｻﾙﾓﾝｷｰｽﾞ)
中嶋 和夫 (ｻﾙﾓﾝｷｰｽﾞ)

4位

片岡 佑介 (ｱｶﾞﾍﾟ)
伊藤 龍彦 (ｱｶﾞﾍﾟ)

5位 京極 陸 (ｱｶﾞﾍﾟ)
君ヶ袋 勝吾 (ｱｶﾞﾍﾟ)

6位
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● 男子ダブルスＣ 3

増山 慎一郎 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)
中谷 裕二 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)

1位 石井 浩行 (空の翼)
村田 章 (空の翼)

2位

竹園 絋樹 (ｱｶﾞﾍﾟ)
大西 俊輝 (ｱｶﾞﾍﾟ)

3位 栗田 貴明 (ｱｶﾞﾍﾟ)
石谷 裕太 (ｱｶﾞﾍﾟ)

4位

徳平 雄介 (空の翼)
畔柳 良馬 (空の翼)

5位 松井 隆朋 (空の翼)
正山 浩章 (空の翼)

6位

● 男子ダブルスＣ 4

上野 隆一 (深津S･C)
中尾 陽一 (深津S･C)

1位 佐藤 良太 (遊羽弾)
岸田 大和 (遊羽弾)

2位

小林 宏樹 (ｱｶﾞﾍﾟ)
掘田 祐麻 (ｱｶﾞﾍﾟ)

3位 宮田 隆永 (ｱｶﾞﾍﾟ)
石井 淳 (ｱｶﾞﾍﾟ)

4位

都 新一 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)
長沼 亨 (ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ)

5位 実近 知雄 (ｱｶﾞﾍﾟ)
山本 晋太朗 (ｱｶﾞﾍﾟ)

6位

● 男子ダブルス初心者 １

神門 孝祐 (空の翼)
永安 栄棟 (空の翼)

1位 佐藤 圭吾 (空の翼)
中嶋 俊仁 (空の翼)

2位

手島 大樹 (ｱｶﾞﾍﾟ)
吉本 和人 (ｱｶﾞﾍﾟ)

3位 後藤 拓真 (HOTOX)
菅野 有貴 (HOTOX)

4位

宮本 貴大 (HOTOX)
山本 貴也 (HOTOX)

5位

● 男子ダブルス初心者 ２

岸田 昇 (空の翼)
歴舎 直輝 (空の翼)

1位 小寺 至 (HOTOX)
中村 聖人 (HOTOX)

2位

加地 悠佑 (HOTOX)
龍本 和史 (HOTOX)

3位 吉村 達耶 (空の翼)
柏原 亮 (空の翼)

4位

小柳 光 (HOTOX)
西尾 暢啓 (HOTOX)

5位

● 男子ダブルス初心者１位決定戦

神門 孝祐 (空の翼)
永安 栄棟 (空の翼)

1位 岸田 昇 (空の翼)
歴舎 直輝 (空の翼)

2位

● 男子ダブルス初心者３位決定戦

小寺 至 (HOTOX)
中村 聖人 (HOTOX)

1位 佐藤 圭吾 (空の翼)
中嶋 俊仁 (空の翼)

2位
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荒木
中尾

地主
北島

舟橋
大西

● 男子ダブルスＡ 1

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

21-1
50.0%50.0%55.30%

※ 2-0 0-2荒木(カエル団)
中尾(カエル団)

1-12-273-59

30-2
0.0%0.0%32.26%

0-2 ※ 0-2地主(ウイングス)
北島(ウイングス)

0-20-440-84

12-0
100.0%100.0%60.87%

2-0 2-0 ※舟橋(カエル団)
大西(カエル団)

2-04-084-54

川村
松中

小木
東

植西
竹内

● 男子ダブルスＡ 2

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

12-0
100.0%100.0%54.90%

※ 2-0 2-0川村(カエル団)
松中(カエル団)

2-04-084-69

21-1
50.0%50.0%49.02%

0-2 ※ 2-0小木(武庫ＢＣ)
東(武庫ＢＣ)

1-12-275-78

30-2
0.0%0.0%46.25%

0-2 0-2 ※植西(アガペ)
竹内(アガペ)

0-20-474-86

木挽
寺岡

織田
杉本

森本
工藤

● 男子ダブルスＢ 1

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

21-1
50.0%40.0%47.57%

※ 0-2 2-1木挽(成徳スマイル)
寺岡(成徳スマイル)

1-12-398-108

12-0
100.0%80.0%51.66%

2-0 ※ 2-1織田(空の翼)
杉本(空の翼)

2-04-1109-102

30-2
0.0%33.3%50.60%

1-2 1-2 ※森本(アガペ)
工藤(アガペ)

0-22-4127-124

福泉
安楽

角田
甲斐

戸田
山元

山田
小森

● 男子ダブルスＢ 2

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

31-233.3%28.6%46.18%※ 2-1 0-2 0-2

福泉(アガペ)

安楽(アガペ)

1-22-5121-141

40-3
0.0%14.3%44.49%

1-2 ※ 0-2 0-2角田(ＳＣ２１甲陽園)
甲斐(ＳＣ２１甲陽園)

0-31-6117-146

13-0
100.0%100.0%56.44%

2-0 2-0 ※ 2-0戸田(空の翼)
山元(空の翼)

3-06-0127-98
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22-1
66.7%66.7%54.42%

2-0 2-0 0-2 ※山田(アサヒビール)
小森(アサヒビール)

2-14-2123-103

関口
塩屋

河野
大石

大谷
原

荒木
森

● 男子ダブルスＢ 3

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

22-1
66.7%50.0%50.34%

※ 2-1 0-2 2-1関口(アガペ)
塩屋(アガペ)

2-14-4149-147

40-3
0.0%25.0%45.48%

1-2 ※ 0-2 1-2河野(サルモンキーズ)
大石(サルモンキーズ)

0-32-6136-163

13-0
100.0%85.7%57.60%

2-0 2-0 ※ 2-1大谷(アガペ)
原(アガペ)

3-06-1144-106

31-2
33.3%44.4%48.04%

1-2 2-1 1-2 ※荒木(ＳＣ２１甲陽園)
森(ＳＣ２１甲陽園)

1-24-5159-172

福井
小林

服部
山路

杉本
安斎

兄父
篠原

● 男子ダブルスＢ 4

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

22-1
66.7%66.7%51.44%

※ 2-0 2-0 0-2福井(アガペ)
小林(アガペ)

2-14-2107-101

31-2
33.3%28.6%46.37%

0-2 ※ 2-1 0-2服部(PANDORA)
山路(ファミリー)

1-22-5115-133

40-3
0.0%14.3%38.30%

0-2 1-2 ※ 0-2杉本(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)
安斎(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)

0-31-690-145

13-0
100.0%100.0%68.11%

2-0 2-0 2-0 ※兄父(アガペ)
篠原(空の翼)

3-06-0126-59

永井
橋本

石川
結城

吉塚
岩崎

今野
松原

平尾
若杉

久保庭
能勢

● 男子ダブルスＣ 1

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

13-0
100.0%85.7%55.82%

※ 2-0 ※ 2-1 ※ 2-0永井(アガペ)
橋本(アガペ)

3-06-1139-110

22-1
66.7%66.7%52.17%

0-2 ※ 2-0 ※ 2-0 ※石川(遊羽弾)
結城(遊羽弾)

2-14-2120-110

51-2
33.3%28.6%47.35%

※ 0-2 ※ 0-2 ※ 2-1吉塚(アガペ)
岩崎(アガペ)

1-22-5125-139

32-1
66.7%62.5%54.80%

1-2 ※ 2-0 ※ 2-1 ※今野(空の翼)
松原(空の翼)

2-15-3154-127

41-2
33.3%42.9%47.41%

※ 0-2 ※ 1-2 ※ 2-0平尾(若杉)
若杉(若杉)

1-23-4119-132

60-3
0.0%14.3%42.29%

0-2 ※ 1-2 ※ 0-2 ※久保庭(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)
能勢(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)

0-31-6107-146
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中村
酒井

片岡
伊藤

伊津野
松本

京極
君ヶ袋

伊藤
山下

井田
中嶋

● 男子ダブルスＣ 2

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

13-0
100.0%85.7%56.63%

※ 2-1 ※ 2-0 ※ 2-0中村(空の翼)
酒井(空の翼)

3-06-1141-108

50-3
0.0%33.3%47.90%

1-2 ※ 1-2 ※ 1-2 ※片岡(アガペ)
伊藤(アガペ)

0-33-6160-174

23-0
100.0%85.7%52.82%

※ 2-1 ※ 2-0 ※ 2-0伊津野(武庫ＢＣ)
松本(武庫ＢＣ)

3-06-1150-134

60-3
0.0%0.0%37.13%

0-2 ※ 0-2 ※ 0-2 ※京極(アガペ)
君ヶ袋(アガペ)

0-30-675-127

32-1
66.7%57.1%53.75%

※ 2-1 ※ 2-0 ※ 0-2伊藤(空の翼)
山下(空の翼)

2-14-3129-111

41-2
33.3%33.3%49.79%

0-2 ※ 0-2 ※ 2-0 ※井田(サルモンキーズ)
中嶋(サルモンキーズ)

1-22-4118-119

石井
村田

栗田
石谷

増山
中谷

徳平
畔柳

松井
正山

竹園
大西

● 男子ダブルスＣ 3

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

23-0
100.0%85.7%55.38%

※ 2-0 ※ 2-0 ※ 2-1石井(空の翼)
村田(空の翼)

3-06-1144-116

41-2
33.3%33.3%46.73%

0-2 ※ 0-2 ※ 2-0 ※栗田(アガペ)
石谷(アガペ)

1-22-4100-114

13-0
100.0%100.0%58.64%

※ 2-0 ※ 2-0 ※ 2-0増山(アサヒビール)
中谷(アサヒビール)

3-06-0129-91

51-2
33.3%28.6%46.86%

0-2 ※ 0-2 ※ 2-1 ※徳平(空の翼)
畔柳(空の翼)

1-22-5127-144

60-3
0.0%14.3%42.74%

※ 0-2 ※ 1-2 ※ 0-2松井(空の翼)
正山(空の翼)

0-31-6106-142

31-2
33.3%42.9%50.21%

1-2 ※ 0-2 ※ 2-0 ※竹園(アガペ)
大西(アガペ)

1-23-4122-121

小林
掘田

実近
山本

都
長沼

佐藤
岸田

宮田
石井

上野
中尾

● 男子ダブルスＣ 4

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

31-2
33.3%44.4%48.15%

※ 2-1 ※ 1-2 ※ 1-2小林(アガペ)
掘田(アガペ)

1-24-5156-168

60-3
0.0%14.3%41.98%

1-2 ※ 0-2 ※ 0-2 ※実近(アガペ)
山本(アガペ)

0-31-6102-141

51-2
33.3%33.3%38.97%

※ 2-0 ※ 0-2 ※ 0-2都(アサヒビール)
長沼(アサヒビール)

1-22-476-119
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23-0
100.0%85.7%58.47%

2-1 ※ 2-0 ※ 2-0 ※佐藤(遊羽弾)
岸田(遊羽弾)

3-06-1145-103

41-2
33.3%33.3%50.23%

※ 2-0 ※ 0-2 ※ 0-2宮田(アガペ)
石井(アガペ)

1-22-4107-106

13-0
100.0%85.7%60.58%

2-1 ※ 2-0 ※ 2-0 ※上野(深津Ｓ・Ｃ)
中尾(深津Ｓ・Ｃ)

3-06-1146-95

神門
永安

後藤
菅野

手島
吉本

宮本
山本

佐藤
中嶋

● 男子ダブルス初心者 １

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

14-0
100.0%88.9%61.39%

※ 2-0 2-1 2-0 2-0神門(空の翼)
永安(空の翼)

4-08-1186-117

41-3
25.0%33.3%48.89%

0-2 ※ 0-2 2-0 1-2後藤(ＨＯＴＯＸ)
菅野(ＨＯＴＯＸ)

1-33-6154-161

32-2
50.0%60.0%50.70%

1-2 2-0 ※ 2-0 1-2手島(アガペ)
吉本(アガペ)

2-26-4181-176

50-4
0.0%0.0%33.07%

0-2 0-2 0-2 ※ 0-2宮本(ＨＯＴＯＸ)
山本(ＨＯＴＯＸ)

0-40-883-168

23-1
75.0%60.0%52.45%

0-2 2-1 2-1 2-0 ※佐藤(空の翼)
中嶋(空の翼)

3-16-4193-175

小柳
西尾

岸田
歴舎

加地
龍本

吉村
柏原

小寺
中村

● 男子ダブルス初心者 ２

勝敗
順
位得点 ゲーム マッチ

50-4
0.0%0.0%35.88%

※ 0-2 0-2 0-2 0-2小柳(ＨＯＴＯＸ)
西尾(ＨＯＴＯＸ)

0-40-894-168

14-0
100.0%100.0%62.22%

2-0 ※ 2-0 2-0 2-0岸田(空の翼)
歴舎(空の翼)

4-08-0168-102

32-2
50.0%55.6%51.13%

2-0 0-2 ※ 2-0 1-2加地(ＨＯＴＯＸ)
龍本(ＨＯＴＯＸ)

2-25-4159-152

41-3
25.0%25.0%46.78%

2-0 0-2 0-2 ※ 0-2吉村(空の翼)
柏原(空の翼)

1-32-6138-157

23-1
75.0%66.7%53.09%

2-0 0-2 2-1 2-0 ※小寺(ＨＯＴＯＸ)
中村(ＨＯＴＯＸ)

3-16-3172-152
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開催日：平成20年12月13日（土）

＜　男子ダブルスＡ 1　＞

A1●

(21-13/21-18/-)舟橋 史幸(カエル団)

大西 雅巳(カエル団)

荒木 直人(カエル団)

中尾 州陽(カエル団)
2 01

(21-12/21-11/-)舟橋 史幸(カエル団)

大西 雅巳(カエル団)

地主 豊(ウイングス)

北島 直(ウイングス)
2 02

(21-7/21-10/-)荒木 直人(カエル団)

中尾 州陽(カエル団)

地主 豊(ウイングス)

北島 直(ウイングス)
2 03

＜　男子ダブルスＡ 2　＞

A2●

(21-19/21-19/-)川村 隼人(カエル団)

松中 成介(カエル団)

植西 達哉(アガペ)

竹内 晴規(アガペ)

2 01

(23-21/21-15/-)小木 健(武庫ＢＣ)

東 太朗(武庫ＢＣ)

植西 達哉(アガペ)

竹内 晴規(アガペ)
2 02

(21-15/21-16/-)川村 隼人(カエル団)

松中 成介(カエル団)

小木 健(武庫ＢＣ)

東 太朗(武庫ＢＣ)
2 03

＜　男子ダブルスＢ 1　＞

B1●

(14-21/24-22/22-20)木挽 一(成徳スマイル)

寺岡 隆行(成徳スマイル)

森本 翔(アガペ)

工藤 修平(アガペ)
2 11

(26-24/17-21/21-19)織田 祥太(空の翼)

杉本 公保(空の翼)

森本 翔(アガペ)

工藤 修平(アガペ)
2 12

(24-22/21-16/-)織田 祥太(空の翼)

杉本 公保(空の翼)

木挽 一(成徳スマイル)

寺岡 隆行(成徳スマイル)
2 03

＜　男子ダブルスＢ 2　＞

B2●

(21-18/21-13/-)山田 英幸(アサヒビール)

小森 大輔(アサヒビール)

福泉 惇(アガペ)

安楽 崇志(アガペ)
2 01

(21-19/21-12/-)戸田 裕士(空の翼)

山元 大輔(空の翼)

角田 道夫(ＳＣ２１甲陽園)

甲斐 勝己(ＳＣ２１甲陽園)
2 02

(21-19/21-9/-)戸田 裕士(空の翼)

山元 大輔(空の翼)

福泉 惇(アガペ)

安楽 崇志(アガペ)
2 03

(21-15/21-14/-)山田 英幸(アサヒビール)

小森 大輔(アサヒビール)

角田 道夫(ＳＣ２１甲陽園)

甲斐 勝己(ＳＣ２１甲陽園)
2 04

(22-20/19-21/21-16)福泉 惇(アガペ)

安楽 崇志(アガペ)

角田 道夫(ＳＣ２１甲陽園)

甲斐 勝己(ＳＣ２１甲陽園)
2 15

(21-19/22-20/-)戸田 裕士(空の翼)

山元 大輔(空の翼)

山田 英幸(アサヒビール)

小森 大輔(アサヒビール)
2 06

＜　男子ダブルスＢ 3　＞

B3●

(21-18/19-21/21-10)関口 幸司(アガペ)

塩屋 光太郎(アガペ)

荒木 裕和(ＳＣ２１甲陽園)

森 陽祐(ＳＣ２１甲陽園)
2 11

(21-15/21-14/-)大谷 洋介(アガペ)

原 惇也(アガペ)

河野 原吾(サルモンキーズ)

大石 俊彰(サルモンキーズ)
2 02

(21-11/21-16/-)大谷 洋介(アガペ)

原 惇也(アガペ)

関口 幸司(アガペ)

塩屋 光太郎(アガペ)
2 03

(18-21/21-16/21-14)荒木 裕和(ＳＣ２１甲陽園)

森 陽祐(ＳＣ２１甲陽園)

河野 原吾(サルモンキーズ)

大石 俊彰(サルモンキーズ)
2 14

(19-21/21-18/21-17)関口 幸司(アガペ)

塩屋 光太郎(アガペ)

河野 原吾(サルモンキーズ)

大石 俊彰(サルモンキーズ)
2 15

(18-21/21-14/21-15)大谷 洋介(アガペ)

原 惇也(アガペ)

荒木 裕和(ＳＣ２１甲陽園)

森 陽祐(ＳＣ２１甲陽園)
2 16

＜　男子ダブルスＢ 4　＞
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B4●

(21-12/21-11/-)兄父 規裕(アガペ)

篠原 旭徳(空の翼)

福井 孝幸(アガペ)

小林 健太(アガペ)
2 01

(21-13/19-21/21-15)服部 清彦(PANDORA)

山路 栄三郞(ファミリー)

杉本 陽佑(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)

安斎 善勝(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)
2 12

(21-15/21-12/-)福井 孝幸(アガペ)

小林 健太(アガペ)

杉本 陽佑(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)

安斎 善勝(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)
2 03

(21-14/21-8/-)兄父 規裕(アガペ)

篠原 旭徳(空の翼)

服部 清彦(PANDORA)

山路 栄三郞(ファミリー)
2 04

(21-14/21-18/-)福井 孝幸(アガペ)

小林 健太(アガペ)

服部 清彦(PANDORA)

山路 栄三郞(ファミリー)
2 05

(21-11/21-3/-)兄父 規裕(アガペ)

篠原 旭徳(空の翼)

杉本 陽佑(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)

安斎 善勝(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)
2 06

＜　男子ダブルスＣ 1　＞

C1●

(21-9/21-14/-)永井 和広(アガペ)

橋本 俊明(アガペ)

久保庭 祐介(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)

能勢 明徳(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)
2 01

(21-18/21-17/-)石川 悟之(遊羽弾)

結城 良介(遊羽弾)

平尾 健一(若杉)

若杉 徹(若杉)
2 02

(21-16/21-16/-)今野 聖也(空の翼)

松原 大雄(空の翼)

吉塚 公則(アガペ)

岩崎 友哉(アガペ)
2 03

(21-16/21-15/-)石川 悟之(遊羽弾)

結城 良介(遊羽弾)

吉塚 公則(アガペ)

岩崎 友哉(アガペ)
2 04

(21-16/11-21/21-14)永井 和広(アガペ)

橋本 俊明(アガペ)

今野 聖也(空の翼)

松原 大雄(空の翼)
2 15

(21-12/21-17/-)平尾 健一(若杉)

若杉 徹(若杉)

久保庭 祐介(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)

能勢 明徳(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)
2 06

(21-15/23-21/-)永井 和広(アガペ)

橋本 俊明(アガペ)

石川 悟之(遊羽弾)

結城 良介(遊羽弾)
2 07

(18-21/21-13/23-21)吉塚 公則(アガペ)

岩崎 友哉(アガペ)

久保庭 祐介(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)

能勢 明徳(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)
2 18

(21-12/19-21/21-9)今野 聖也(空の翼)

松原 大雄(空の翼)

平尾 健一(若杉)

若杉 徹(若杉)
2 19

＜　男子ダブルスＣ 2　＞

C2●

(21-17/21-15/-)中村 泰規(空の翼)

酒井 雄介(空の翼)

井田 徳茂(サルモンキーズ)

中嶋 和夫(サルモンキーズ)
2 01

(17-21/21-18/21-14)伊藤 和輝(空の翼)

山下 幸紀(空の翼)

片岡 佑介(アガペ)

伊藤 龍彦(アガペ)

2 12

(21-16/21-17/-)伊津野 誠(武庫ＢＣ)

松本 照明(武庫ＢＣ)

京極 陸(アガペ)

君ヶ袋 勝吾(アガペ)
2 03

(21-16/16-21/22-20)伊津野 誠(武庫ＢＣ)

松本 照明(武庫ＢＣ)

片岡 佑介(アガペ)

伊藤 龍彦(アガペ)
2 14

(22-20/21-6/-)中村 泰規(空の翼)

酒井 雄介(空の翼)

京極 陸(アガペ)

君ヶ袋 勝吾(アガペ)
2 05

(21-16/21-12/-)井田 徳茂(サルモンキーズ)

中嶋 和夫(サルモンキーズ)

伊藤 和輝(空の翼)

山下 幸紀(空の翼)
2 06

(21-14/14-21/21-15)中村 泰規(空の翼)

酒井 雄介(空の翼)

片岡 佑介(アガペ)

伊藤 龍彦(アガペ)
2 17

(21-18/28-26/-)伊津野 誠(武庫ＢＣ)

松本 照明(武庫ＢＣ)

井田 徳茂(サルモンキーズ)

中嶋 和夫(サルモンキーズ)
2 08

(21-7/21-9/-)伊藤 和輝(空の翼)

山下 幸紀(空の翼)

京極 陸(アガペ)

君ヶ袋 勝吾(アガペ)
2 09

＜　男子ダブルスＣ 3　＞

C3●

(21-16/17-21/21-19)石井 浩行(空の翼)

村田 章(空の翼)

竹園 絋樹(アガペ)

大西 俊輝(アガペ)
2 11

(21-12/21-18/-)栗田 貴明(アガペ)

石谷 裕太(アガペ)

松井 隆朋(空の翼)

正山 浩章(空の翼)
2 02

- 2 -



(24-22/21-11/-)増山 慎一郎(アサヒビール)

中谷 裕二(アサヒビール)

徳平 雄介(空の翼)

畔柳 良馬(空の翼)
2 03

(21-15/21-19/-)増山 慎一郎(アサヒビール)

中谷 裕二(アサヒビール)

栗田 貴明(アガペ)

石谷 裕太(アガペ)
2 04

(22-20/21-16/-)石井 浩行(空の翼)

村田 章(空の翼)

徳平 雄介(空の翼)

畔柳 良馬(空の翼)
2 05

(21-10/21-10/-)竹園 絋樹(アガペ)

大西 俊輝(アガペ)

松井 隆朋(空の翼)

正山 浩章(空の翼)
2 06

(21-12/21-12/-)石井 浩行(空の翼)

村田 章(空の翼)

栗田 貴明(アガペ)

石谷 裕太(アガペ)
2 07

(21-16/21-8/-)増山 慎一郎(アサヒビール)

中谷 裕二(アサヒビール)

竹園 絋樹(アガペ)

大西 俊輝(アガペ)
2 08

(21-19/16-21/21-16)徳平 雄介(空の翼)

畔柳 良馬(空の翼)

松井 隆朋(空の翼)

正山 浩章(空の翼)
2 19

＜　男子ダブルスＣ 4　＞

C4●

(18-21/21-15/21-11)上野 隆一(深津Ｓ・Ｃ)

中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)

小林 宏樹(アガペ)

掘田 祐麻(アガペ)
2 11

(21-5/21-15/-)宮田 隆永(アガペ)

石井 淳(アガペ)

実近 知雄(アガペ)

山本 晋太朗(アガペ)
2 02

(21-6/21-12/-)佐藤 良太(遊羽弾)

岸田 大和(遊羽弾)

都 新一(アサヒビール)

長沼 亨(アサヒビール)
2 03

(21-17/21-18/-)都 新一(アサヒビール)

長沼 亨(アサヒビール)

実近 知雄(アガペ)

山本 晋太朗(アガペ)
2 04

(21-9/16-21/24-22)佐藤 良太(遊羽弾)

岸田 大和(遊羽弾)

小林 宏樹(アガペ)

掘田 祐麻(アガペ)
2 15

(23-21/21-11/-)上野 隆一(深津Ｓ・Ｃ)

中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)

宮田 隆永(アガペ)

石井 淳(アガペ)
2 06

(21-12/15-21/21-14)小林 宏樹(アガペ)

掘田 祐麻(アガペ)

実近 知雄(アガペ)

山本 晋太朗(アガペ)
2 17

(21-10/21-6/-)上野 隆一(深津Ｓ・Ｃ)

中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)

都 新一(アサヒビール)

長沼 亨(アサヒビール)
2 08

(21-18/21-15/-)佐藤 良太(遊羽弾)

岸田 大和(遊羽弾)

宮田 隆永(アガペ)

石井 淳(アガペ)
2 09

＜　男子ダブルス初心者 １　＞

初1●

(21-13/21-19/-)神門 孝祐(空の翼)

永安 栄棟(空の翼)

佐藤 圭吾(空の翼)

中嶋 俊仁(空の翼)
2 01

(21-11/21-6/-)後藤 拓真(ＨＯＴＯＸ)

菅野 有貴(ＨＯＴＯＸ)

宮本 貴大(ＨＯＴＯＸ)

山本 貴也(ＨＯＴＯＸ)
2 02

(21-9/21-5/-)神門 孝祐(空の翼)

永安 栄棟(空の翼)

宮本 貴大(ＨＯＴＯＸ)

山本 貴也(ＨＯＴＯＸ)
2 03

(21-19/21-15/-)手島 大樹(アガペ)

吉本 和人(アガペ)

後藤 拓真(ＨＯＴＯＸ)

菅野 有貴(ＨＯＴＯＸ)
2 04

(21-12/18-21/21-16)神門 孝祐(空の翼)

永安 栄棟(空の翼)

手島 大樹(アガペ)

吉本 和人(アガペ)
2 15

(21-15/21-14/-)佐藤 圭吾(空の翼)

中嶋 俊仁(空の翼)

宮本 貴大(ＨＯＴＯＸ)

山本 貴也(ＨＯＴＯＸ)
2 06

(21-15/21-7/-)神門 孝祐(空の翼)

永安 栄棟(空の翼)

後藤 拓真(ＨＯＴＯＸ)

菅野 有貴(ＨＯＴＯＸ)
2 07

(21-9/17-21/21-18)佐藤 圭吾(空の翼)

中嶋 俊仁(空の翼)

手島 大樹(アガペ)

吉本 和人(アガペ)
2 18

(21-17/18-21/21-18)佐藤 圭吾(空の翼)

中嶋 俊仁(空の翼)

後藤 拓真(ＨＯＴＯＸ)

菅野 有貴(ＨＯＴＯＸ)
2 19

(21-13/21-10/-)手島 大樹(アガペ)

吉本 和人(アガペ)

宮本 貴大(ＨＯＴＯＸ)

山本 貴也(ＨＯＴＯＸ)
2 010

＜　男子ダブルス初心者 ２　＞

- 3 -



初2●

(21-16/21-6/-)小寺 至(ＨＯＴＯＸ)

中村 聖人(ＨＯＴＯＸ)

小柳 光(ＨＯＴＯＸ)

西尾 暢啓(ＨＯＴＯＸ)
2 01

(21-17/21-17/-)岸田 昇(空の翼)

歴舎 直輝(空の翼)

吉村 達耶(空の翼)

柏原 亮(空の翼)
2 02

(21-16/21-15/-)吉村 達耶(空の翼)

柏原 亮(空の翼)

小柳 光(ＨＯＴＯＸ)

西尾 暢啓(ＨＯＴＯＸ)
2 03

(21-8/21-12/-)岸田 昇(空の翼)

歴舎 直輝(空の翼)

加地 悠佑(ＨＯＴＯＸ)

龍本 和史(ＨＯＴＯＸ)
2 04

(21-13/21-13/-)加地 悠佑(ＨＯＴＯＸ)

龍本 和史(ＨＯＴＯＸ)

小柳 光(ＨＯＴＯＸ)

西尾 暢啓(ＨＯＴＯＸ)
2 05

(21-16/21-17/-)小寺 至(ＨＯＴＯＸ)

中村 聖人(ＨＯＴＯＸ)

吉村 達耶(空の翼)

柏原 亮(空の翼)
2 06

(21-6/21-9/-)岸田 昇(空の翼)

歴舎 直輝(空の翼)

小柳 光(ＨＯＴＯＸ)

西尾 暢啓(ＨＯＴＯＸ)

2 07

(21-16/13-21/21-18)小寺 至(ＨＯＴＯＸ)

中村 聖人(ＨＯＴＯＸ)

加地 悠佑(ＨＯＴＯＸ)

龍本 和史(ＨＯＴＯＸ)
2 18

(21-14/21-19/-)岸田 昇(空の翼)

歴舎 直輝(空の翼)

小寺 至(ＨＯＴＯＸ)

中村 聖人(ＨＯＴＯＸ)
2 09

(21-15/21-14/-)加地 悠佑(ＨＯＴＯＸ)

龍本 和史(ＨＯＴＯＸ)

吉村 達耶(空の翼)

柏原 亮(空の翼)
2 010

- 4 -



第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子シングルス

11 19
東 太朗 1武庫ＢＣ( ) 山田 英幸22 アサヒビール( )

1
27

6
31

西尾 暢啓 2ＨＯＴＯＸ( )

杉本 陽佑 3TEAM KAIMEI( )

後藤 拓真23 ＨＯＴＯＸ( )

結城 良介24 遊羽弾( )

12 20
増山 慎一郎 4アサヒビール( ) 角田 道夫25 ＳＣ２１甲陽園( )

35 37
福井 孝幸 5アガペ( ) 安楽 崇志26 アガペ( )

13 21
永井 和広 6アガペ( ) 小林 宏樹27 アガペ( )

2
28 32

岸田 大和 7遊羽弾( )

小柳 光 8ＨＯＴＯＸ( )
伊津野 誠28 武庫ＢＣ( )

3
14

7
22

中嶋 和夫 9サルモンキーズ( )

宮本 貴大 10ＨＯＴＯＸ( )

山本 貴也29 ＨＯＴＯＸ( )

能勢 明徳30 SuperBird( )

39 40
甲斐 勝己 11ＳＣ２１甲陽園( ) 兄父 規裕31 アガペ( )

15 23

42
山路 栄三郞 12ファミリー( ) 荒木 裕和32 ＳＣ２１甲陽園( )

4
29

8
33

小木 健 13武庫ＢＣ( )

小寺 至 14ＨＯＴＯＸ( )

中尾 陽一33 深津Ｓ・Ｃ( )

中村 聖人34 ＨＯＴＯＸ( )

16
9

24
森 陽祐 15ＳＣ２１甲陽園( )

井田 徳茂35 サルモンキーズ( )

松本 拓也36 武庫ＢＣ( )

36 38
小林 健太 16アガペ( ) 橋本 俊明37 アガペ( )

17 25
小森 大輔 17アサヒビール( ) 畠中 芳雄38 ファミリー( )

30 34
福泉 惇 18アガペ( ) 大谷 洋介39 アガペ( )

5
18

10
26３位決定戦

石川 悟之 19遊羽弾( )

菅野 有貴 20ＨＯＴＯＸ( )

龍本 和史40 ＨＯＴＯＸ( )

原 惇也41 アガペ( )

41
植西 達哉 21アガペ( ) 佐藤 良太42 遊羽弾( )



第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルスＡ１位決定戦

舟橋 史幸
大西 雅巳

川村 隼人
松中 成介

1 2
1

カエル団
カエル団

(
(

)
)

カエル団
カエル団

(
(

)
)

第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルスＡ３位決定戦

荒木 直人
中尾 州陽

小木 健
東 太朗

1 2
1

カエル団
カエル団

(
(

)
)

武庫ＢＣ
武庫ＢＣ

(
(

)
)

第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルスＡ５位決定戦

地主 豊
北島 直

植西 達哉
竹内 晴規

1 2
1

ウイングス
ウイングス

(
(

)
)

アガペ
アガペ

(
(

)
)

第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルスＢ
織田 祥太
杉本 公保

戸田 裕士
山元 大輔

大谷 洋介
原 惇也

兄父 規裕
篠原 旭徳

1

2

3

4

1 2
4

空の翼
空の翼

空の翼
空の翼

(
(

(
(

)
)

)
)

アガペ
アガペ

アガペ
空の翼

(
(

(
(

)
)

)
)

3

第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルスＣ
永井 和広
橋本 俊明

佐藤 良太
岸田 大和

増山 慎一郎
中谷 裕二

伊津野 誠
松本 照明

1

2

5

6

1

5

3

6

アガペ
アガペ

遊羽弾
遊羽弾

(
(

(
(

)
)

)
)

アサヒビール
アサヒビール

武庫ＢＣ
武庫ＢＣ

(
(

(
(

)
)

)
)

石井 浩行
村田 章

中村 泰規
酒井 雄介

石川 悟之
結城 良介

上野 隆一
中尾 陽一

3

4

7

8

2 4

8

３位決定戦

空の翼
空の翼

空の翼
空の翼

(
(

(
(

)
)

)
)

遊羽弾
遊羽弾

深津Ｓ・Ｃ
深津Ｓ・Ｃ

(
(

(
(

)
)

)
)

7

第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルス初心者１位決定戦

神門 孝祐
永安 栄棟

岸田 昇
歴舎 直輝

1 2
1

空の翼
空の翼

(
(

)
)

空の翼
空の翼

(
(

)
)

第２８回西宮市男子バドミントン選手権大会男子ダブルス初心者３位決定戦

佐藤 圭吾
中嶋 俊仁

小寺 至
中村 聖人

1 2
1

空の翼
空の翼

(
(

)
)

ＨＯＴＯＸ
ＨＯＴＯＸ

(
(

)
)



開催日：平成20年12月13日（土）

＜　男子シングルス 　＞

1回戦●

(21-3/21-11/-)杉本 陽佑(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ) 西尾 暢啓(ＨＯＴＯＸ)2 01

(21-4/21-3/-)岸田 大和(遊羽弾) 小柳 光(ＨＯＴＯＸ)2 02

(21-15/21-10/-)中嶋 和夫(サルモンキーズ) 宮本 貴大(ＨＯＴＯＸ)2 03

(21-15/21-14/-)小木 健(武庫ＢＣ) 小寺 至(ＨＯＴＯＸ)2 04

(21-9/21-5/-)石川 悟之(遊羽弾) 菅野 有貴(ＨＯＴＯＸ)2 05

(21-6/21-6/-)結城 良介(遊羽弾) 後藤 拓真(ＨＯＴＯＸ)2 06

(21-10/21-6/-)能勢 明徳(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ) 山本 貴也(ＨＯＴＯＸ)2 07

(21-7/21-7/-)中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ) 中村 聖人(ＨＯＴＯＸ)2 08

(21-13/19-21/21-6)松本 拓也(武庫ＢＣ) 井田 徳茂(サルモンキーズ)2 19

(21-6/21-4/-)原 惇也(アガペ) 龍本 和史(ＨＯＴＯＸ)2 010

2回戦●

(21-8/21-8/-)東 太朗(武庫ＢＣ) 杉本 陽佑(ＴＥＡＭ　ＫＡＩＭＥＩ)2 011

(21-13/21-18/-)増山 慎一郎(アサヒビール) 福井 孝幸(アガペ)2 012

(21-19/21-13/-)永井 和広(アガペ) 岸田 大和(遊羽弾)2 013

(21-12/21-11/-)甲斐 勝己(ＳＣ２１甲陽園) 中嶋 和夫(サルモンキーズ)2 014

(21-19/21-8/-)山路 栄三郞(ファミリー) 小木 健(武庫ＢＣ)2 015

(21-13/21-16/-)小林 健太(アガペ) 森 陽祐(ＳＣ２１甲陽園)2 016

(21-8/21-11/-)小森 大輔(アサヒビール) 福泉 惇(アガペ)2 017

(21-12/21-10/-)植西 達哉(アガペ) 石川 悟之(遊羽弾)2 018

(22-20/16-21/21-16)山田 英幸(アサヒビール) 結城 良介(遊羽弾)2 119

(21-17/21-14/-)安楽 崇志(アガペ) 角田 道夫(ＳＣ２１甲陽園)2 020

(21-15/22-20/-)小林 宏樹(アガペ) 伊津野 誠(武庫ＢＣ)2 021

(21-12/21-10/-)兄父 規裕(アガペ) 能勢 明徳(ＳｕｐｅｒＢｉｒｄ)2 022

(4-21/21-16/22-20)中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ) 荒木 裕和(ＳＣ２１甲陽園)2 123

(21-14/21-8/-)松本 拓也(武庫ＢＣ) 橋本 俊明(アガペ)2 024

(21-4/21-8/-)大谷 洋介(アガペ) 畠中 芳雄(ファミリー)2 025

(14-21/21-11/21-9)佐藤 良太(遊羽弾) 原 惇也(アガペ)2 126

3回戦●

(31-12/-/-)東 太朗(武庫ＢＣ) 増山 慎一郎(アサヒビール)1 027

(31-24/-/-)永井 和広(アガペ) 甲斐 勝己(ＳＣ２１甲陽園)1 028

(31-25/-/-)山路 栄三郞(ファミリー) 小林 健太(アガペ)1 029

(31-22/-/-)小森 大輔(アサヒビール) 植西 達哉(アガペ)1 030

(31-21/-/-)山田 英幸(アサヒビール) 安楽 崇志(アガペ)1 031

(31-22/-/-)兄父 規裕(アガペ) 小林 宏樹(アガペ)1 032

(8-5/-/-)松本 拓也(武庫ＢＣ) 中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)1 棄権
(過
労)

33

(31-28/-/-)佐藤 良太(遊羽弾) 大谷 洋介(アガペ)1 034

準々決勝●

(31-17/-/-)東 太朗(武庫ＢＣ) 永井 和広(アガペ)1 035

(31-19/-/-)小森 大輔(アサヒビール) 山路 栄三郞(ファミリー)1 036

(31-11/-/-)山田 英幸(アサヒビール) 兄父 規裕(アガペ)1 037

(31-21/-/-)佐藤 良太(遊羽弾) 松本 拓也(武庫ＢＣ)1 038

準決勝●

(31-20/-/-)東 太朗(武庫ＢＣ) 小森 大輔(アサヒビール)1 039

(31-28/-/-)佐藤 良太(遊羽弾) 山田 英幸(アサヒビール)1 040

３位決定戦●

(31-26/-/-)小森 大輔(アサヒビール) 山田 英幸(アサヒビール)1 041
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決勝戦●

(31-17/-/-)東 太朗(武庫ＢＣ) 佐藤 良太(遊羽弾)1 042

＜　男子ダブルスＡ１位決定戦 　＞

決勝戦●

(21-12/17-21/21-12)川村 隼人(カエル団)

松中 成介(カエル団)

舟橋 史幸(カエル団)

大西 雅巳(カエル団)

2 11

＜　男子ダブルスＡ３位決定戦 　＞

決勝戦●

(16-21/22-20/21-16)荒木 直人(カエル団)

中尾 州陽(カエル団)

小木 健(武庫ＢＣ)

東 太朗(武庫ＢＣ)
2 11

＜　男子ダブルスＡ５位決定戦 　＞

決勝戦●

(21-15/21-14/-)植西 達哉(アガペ)

竹内 晴規(アガペ)

地主 豊(ウイングス)

北島 直(ウイングス)
2 01

＜　男子ダブルスＢ 　＞

準決勝●

(19-21/21-11/21-18)戸田 裕士(空の翼)

山元 大輔(空の翼)

織田 祥太(空の翼)

杉本 公保(空の翼)
2 11

(12-21/21-6/23-21)大谷 洋介(アガペ)

原 惇也(アガペ)

兄父 規裕(アガペ)

篠原 旭徳(空の翼)
2 12

３位決定戦●

(16-21/21-14/21-13)織田 祥太(空の翼)

杉本 公保(空の翼)

兄父 規裕(アガペ)

篠原 旭徳(空の翼)
2 13

決勝戦●
(21-17/21-13/-)戸田 裕士(空の翼)

山元 大輔(空の翼)

大谷 洋介(アガペ)

原 惇也(アガペ)
2 04

＜　男子ダブルスＣ 　＞

準々決勝●

(21-12/21-16/-)永井 和広(アガペ)

橋本 俊明(アガペ)

佐藤 良太(遊羽弾)

岸田 大和(遊羽弾)
2 01

(20-22/21-19/21-18)石井 浩行(空の翼)

村田 章(空の翼)

中村 泰規(空の翼)

酒井 雄介(空の翼)
2 12

(21-18/21-14/-)増山 慎一郎(アサヒビール)

中谷 裕二(アサヒビール)

伊津野 誠(武庫ＢＣ)

松本 照明(武庫ＢＣ)
2 03

(21-17/21-12/-)上野 隆一(深津Ｓ・Ｃ)

中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)

石川 悟之(遊羽弾)

結城 良介(遊羽弾)
2 04

準決勝●

(22-24/21-13/21-18)永井 和広(アガペ)

橋本 俊明(アガペ)

石井 浩行(空の翼)

村田 章(空の翼)
2 15

(21-10/22-20/-)増山 慎一郎(アサヒビール)

中谷 裕二(アサヒビール)

上野 隆一(深津Ｓ・Ｃ)

中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)
2 06

３位決定戦●

(21-19/21-18/-)石井 浩行(空の翼)

村田 章(空の翼)

上野 隆一(深津Ｓ・Ｃ)

中尾 陽一(深津Ｓ・Ｃ)
2 07

決勝戦●

(23-21/21-16/-)永井 和広(アガペ)

橋本 俊明(アガペ)

増山 慎一郎(アサヒビール)

中谷 裕二(アサヒビール)
2 08

＜　男子ダブルス初心者１位決定戦 　＞

決勝戦●

(21-17/21-12/-)神門 孝祐(空の翼)

永安 栄棟(空の翼)

岸田 昇(空の翼)

歴舎 直輝(空の翼)

2 01

＜　男子ダブルス初心者３位決定戦 　＞
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決勝戦●

(21-16/18-21/21-10)小寺 至(ＨＯＴＯＸ)

中村 聖人(ＨＯＴＯＸ)

佐藤 圭吾(空の翼)

中嶋 俊仁(空の翼)
2 11
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